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自治体の「統合的空間計画」を中心とするマルチ・スケールの空間計画制度の枠組み（私案） 
 

 村山顕人（東京大学） 
 

 本資料は、筆者が愛知県・三重県・岐阜県内の自治体の都市マスタープラン
や景観計画の策定、名古屋市内の地区スケールのまちづくり活動等に参加して
きた経験に加え、米国都市の TOD（公共交通指向型開発）、エコ・ディストリ
クト形成等を推進する計画制度・計画実務に関する調査研究で得た知見等を踏
まえ、日本の今後の空間計画制度の枠組みの私案を提示するものである。私案
は次ページの表に示す通りであり、「国土・広域圏・流域圏」、「都市圏」、「自
治体」、「都心部・拠点・回廊」、「地区」、「街区群」の空間スケール毎に、「空
間範囲の特徴」、「主な計画・マネジメント主体」、「期待される役割」を整理し
た上で、「主な計画ツール」と「制度改正の方向性」を示している。 
 この枠組みの中心は、機動的な計画策定や施策実施が可能な基礎自治体（市
町村）の「統合的空間計画（Integrated Spatial Plan）」とその実現手段（都
市計画法に基づく区域区分・地域地区・開発許可・都市施設整備、景観法に基
づく届出・勧告等の柔軟な運用）である。「統合的空間計画」とは、現在、基
礎自治体の各担当課で策定されている都市計画（市町村）マスタープラン、景
観計画、緑の基本計画、住生活基本計画といった空間形成に関わる基本計画群
を１つの空間計画に統合したもので、市民や企業に対して具体的で分かりやす
い空間戦略を示し、成り行きではない積極的な空間の再整備や保全を推進する
ことを目指すものである。また、きめ細かい対応を行うため、基礎自治体のサ
ブ・エリアで様々な都市機能を集積させる「都心部・拠点・回廊」及びより一

般的な「地区」において空間形成の計画を策定し、自治体で定める実現手段を
位置づけると同時に、建物やオープンスペースの計画・デザイン・整備・評価・
管理等を複数の街区の集まりである「街区群」で積極的かつ多様に展開する事
業手法の導入を想定している。特に、超高齢社会に対応した新しい近隣住区論
や、人口減少下で集約連携型都市構造を実現するために不可欠な「低密度化・
緑化街区群」（集約側でない方の対応）については、その具体的なイメージの
提示と実現手段の確保が急務である。一方、都市圏スケールでは、基礎自治体
と都道府県の連合（Association of Governments）が持続可能な都市圏構造
を示し、保全・創造すべき農地、樹林地、その他緑地を特定する都市圏ビジョ
ンを策定し、基礎自治体がそれに沿った空間形成をそれぞれで行うことを想定
している。国土・広域圏・流域圏スケールでは、国が広域的観点から広域イン
フラの整備・維持・管理、土地・水資源の管理等を行う。 
 その上で、このようなマルチ・スケールの空間計画を垂直的につなぐインタ
ーフェースの検討と各空間スケールの計画を実現する手段の整理が課題とな
る。前者については、人口や世帯数、就業者数の目標（想定）が考えられるが、
人口減少時代においてマイナス成長の数字を出すことには抵抗があると考え
られるので、１人当たりの居住スペースや緑地面積等、生活の質の向上を示す
指標の設定が考えられる。後者については、数多くの都市計画関連法に基づく
実現手段を整理統合し、それぞれをアップデートする必要があるだろう。
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表 マルチ・スケールの空間計画制度の枠組み（私案） 
空間 
スケール 

国土・広域圏・流域圏 
Region 

都市圏 
City Region / Metropolitan Area 

自治体 
City / Municipality 

都心部・拠点・回廊 
Centers and Corridors 

地区 
Neighborhood / District 

街区群 
Blocks 

空間範囲 
の特徴 

首都圏、中部圏等の国土
をいくつかに分割した範
囲/自然的・文化的まとま
りである流域圏 

通勤、通学、買物、娯楽
等の活動範囲で一体的な
土地利用・交通計画を要
する範囲 

機動的な計画策定や施策
実施が可能な基礎自治体
（市町村）の範囲 

都市の中でも様々な都市
機能が集積し、高水準の
公共交通によって支えら
れる範囲 

徒歩生活圏/小学校区、中
学校区等をベースとする
既存のコミュニティ組織
の範囲 

建物やオープンスペース
の再整備・管理を一体的
に実施できるくらいの複
数の街区 

主な計画・ 
マネジメント
主体 

国土交通省各地方整備局
/流域協議会 

基礎自治体と都道府県の
連 合 （ Association of 
Governments） 

首長と都市計画関連部局 地権者、事業者、行政、
NPO 等の関係主体によ
って構成される組織 

コミュニティ組織（複数
の町内会の連合、まちづ
くり協議会等） 

エリアマネジメント組
織、NPO 

期待される 
役割 

広域インフラの整備・維
持・管理/防災・減災・復
旧・復興対応/土地・水資
源の管理、水循環の健全
化/都市計画区域外・白地
地域の開発コントロール
（物流施設は高速道路
IC 周辺に積極的に立地） 

持続可能な都市圏構造
（集約連携型都市構造）
を実現する土地利用・交
通政策の提示/保全・創造
すべき農地、樹林地、そ
の他緑地の特定/災害危
険区域の特定 

都市圏と地区の様々な分
野の要求を整合させ自治
体経営の根幹となる「統
合的空間計画」の策定と
実現/都市インフラの維
持・管理や計画見直し/
計画実現のための諸施策
の実施（低密度化施策、空
き地・空き家問題対応含む） 

集約連携型都市構造の集
約側の空間形成（様々な
都市機能・居住機能を集
約）/経済の活性化/雇用
の場の創出/公共交通シ
ステムの維持 

超高齢社会に対応した近
隣住区の形成（福祉、子
育て、教育・学習、文化・
芸術等に関する施設とサ
ービス、新しい地区内移
動手段、防災・減災への
対応）/空き地・空き家の
マネジメント 

「経済開発街区群」、「高
密度化・複合化・低炭素
化街区群」、「歴史的環境
保全街区群」、「低密度
化・緑化街区群」、「重点
防災・減災街区群」等の
形成（様々な街区群をよ
り良い状態に再整備） 

主な 
計画ツール 

国土利用計画・土地利用
基本計画/５地域（都市・
農業・森林・自然公園・
自然保全）を管轄する法 

都市圏ビジョンの策定
（将来像アセスメント含
む）/自治体計画への明快
な要請 

統合的空間計画の策定/
都市計画法に基づく区域
区分・地域地区・開発許
可・都市施設整備/景観法
に基づく届出・勧告等 

土地利用・交通・景観・
水と緑等の分野を含む総
合的な TOD（公共交通指
向型開発）計画（中心市街
地活性化基本計画の展開） 

地区計画、持続可能性評
価（主に社会的側面） 

市街地開発事業（再開発、
土地区画整理、新しい手
法）、緑地創造事業、持続
可能性評価（主に環境的
側面・経済的側面） 

制度改正の 
方向性 

土地利用変化を追認する
のではなく積極的に土地
利用をマネジメントする
仕組みへ/都市的土地利
用を支える自然的土地利
用の管理コスト問題への
対応 

立地適正化計画（都市再
生特別措置法）や地域公
共交通網形成計画（地域
公共交通活性化再生法）
を都市圏スケールで策定
し、各自治体がこれに整
合した計画策定・施策実
施を行うための調整・連
携の仕組み（都市計画区
域マスタープランの展
開） 

都市計画（市町村）マス
タープランの「統合的空
間計画」への展開（景観
計画や緑の基本計画、住
生活基本計画等との関係
も考慮）/都市計画法に基
づく都市計画のより柔軟
な運用・各種基準の見直
し/長期未整備都市施設
のスムーズな計画見直し
とその後の対応 

商業施設、公共公益施設、
その他集客施設を都心
部・拠点・回廊に立地さ
せる（逆にこれら以外の
場所への立地を抑制す
る）施設立地コントロー
ルの仕組み（既に諸施設
が郊外に立地している場
合、そこが郊外拠点にな
り得る） 

新しい近隣住区論に基づ
く各種施設の配置、土地
利用・建築の規制・誘導
等/開発権移転、土地交
換、土地の所有と利用の
分離、土地の共同管理等
の仕組みの導入/災害危
険区域の低密度化や地区
内移転/アーバンデザイ
ンセンター等のまちづく
り拠点の整備 

街区群の計画・デザイ
ン・整備・評価・管理等
を一体的に扱う事業制度
の導入（特に、容積率ア
ップを前提としない資金
調達手法、環境負荷の低
い街区群の形成を重視） 




